
【長野県内ジャンボ宝くじ売場一覧（153売場）】　※宝くじ公式サイトより(R3.9.1現在）。内容は変更されている場合があります。

市町村(売場数） 宝くじ売場 住　所 営業時間

長野市(22) みずほ銀行長野支店 長野市問御所町１２６０ 9:00～16:30（平日のみ）

ながの東急百貨店チャンスセンター 長野市南千歳１丁目１－１ 10:00～19:00

川中島西友チャンスセンター 長野市川中島町今井１８１４－１ 10:00～18:30

県庁前チャンスセンター 長野市南長野南県町６９３－４ 10:00～17:30（平日のみ）

長野長崎屋チャンスセンター 長野市高田１７５８ 10:00～18:30  

青木島チャンスセンター 長野市青木島４－４－５ 10:00～18:30

ザ・ビッグ長野東チャンスセンター 長野市石渡２２－１ 10:00～18:30

松代Ａコープチャンスセンター 長野市松代町西寺尾字町裏１４５０ 10:00～18:30  

檀田チャンスセンター 長野市檀田２－２０ 10:00～18:30  

ケーズタウン若里チャンスセンター 長野市若里３－２２－１ 10:30～18:00  

南長野Ａコープファーマーズチャンスセンター 長野市篠ノ井杵淵字大門西４７２－２ 10:00～18:30

七福 アグリしののい店 長野市篠ノ井布施五明３２００ 10:00～17:30

平安堂 若槻店 長野市稲田１－１４－２１ 10:00～18:00  

平安堂 川中島店 長野市川中島町御厨字堂野９４６－３ 10:00～18:00  

平安堂 東和田店 長野市東和田５０５－１ 10:00～18:30 

伊勢屋 長野市篠ノ井布施高田７７２ 9:00～19:00 （月～土）

長野電鉄長野駅売店 長野市南千歳１－２５ 
平日10:30～18:30、土祝日9：30～

17:30 、第2･4土曜休

酒のスーパータカぎ本店 長野市大字稲葉２７７７－１ 10:00～17:00  

大岡郵便局 長野市大岡乙２７６ 9:00～16:00（平日のみ）

信州新町郵便局 長野市信州新町新町３５－７ 9:00～16:00（平日のみ）

戸隠郵便局 長野市戸隠豊岡１３７２－２ 9:00～16:00（平日のみ）

鬼無里郵便局 長野市鬼無里２４１－１－２ 9:00～16:00（平日のみ）

松本市(15) みずほ銀行松本支店 松本市中央２－５－８ 9:00～16:30（平日のみ）

松本駅前チャンスセンター 松本市中央１丁目２－３ 10:00～18:30

チャンスセンターイオンモール松本 松本市中央４－９－５１ 10:00～18:30（土日～18:00）

南松本イオンチャンスセンター 松本市双葉５番２０号 10:00～18:30  

村井チャンスセンター 松本市村井町南２丁目２１－６０ 10:00～17:30  

南松本イトーヨーカドーチャンスセンター 松本市高宮中１ー２０ 10:00～18:30  

松本駅東口チャンスセンター 松本市深志１－２－３０ 10:00～17:30（月～土）

松本ネオパークチャンスセンター 松本市出川２丁目３番１号 10:30～18:00  

なぎさライフサイトチャンスセンター 松本市渚１－７－１ 10:00～18:30 

（有）大津屋商店 松本市本庄１丁目１２‐１ 7:00～18:30（月～土）

会田郵便局 松本市会田６６１－１ 9:00～16:00（平日のみ）

波田郵便局 松本市波田５１８６ 9:00～16:00（平日のみ）

奈川郵便局 松本市奈川２３４８ 9:00～16:00（平日のみ）

島々郵便局 松本市安曇７５３ 9:00～16:00（平日のみ）

梓川郵便局 松本市梓川梓１２７２ 9:00～16:00（平日のみ）

上田市(9) 上田イオンチャンスセンター 上田市常田２－１２－１８ 10:00～18:30 

塩田野ＳＣチャンスセンター 上田市神畑字仲西４６０－１ 10:00～18:30  

上田ユーメイトチャンスセンター 上田市中央５－１３－３１ 10:00～18:30 

上田カインズチャンスセンター 上田市秋和１５２－２ 10:30～18:00  

アリオ上田チャンスセンター 上田市天神町３丁目 9:00～19:00

藤城商店 上田市天神４－２２－１２ 9:00～18:30  

有限会社上原商会 上田市中央３－１１－１３ 9:00～20:00（月～土）  

真田郵便局 上田市真田町長３９０９－１ 9:00～16:00（平日のみ）

武石郵便局 上田市上武石６６－５ 9:00～16:00（平日のみ）

岡谷市(1) レイクウォーク岡谷チャンスセンター 岡谷市銀座１丁目１－５ 10:00～18:30  

飯田市(10) 飯田アップルロードイオンチャンスセンター 飯田市鼎一色４５６ 10:00～18:30  

飯田イオンチャンスセンター 飯田市上郷飯沼１５７５ 10:00～18:30

飯田アピタチャンスセンター 飯田市鼎名古熊２４６１ 10:00～18:30  

平安堂 座光寺店 飯田市座光寺３７１５ 10:00～20:00  

平安堂 飯田店 飯田市鼎名古熊６６０－１ 10:00～20:00  

北林たばこ店 飯田市追手町１－２４－３ 8:00～19:00

株式会社杉江商店 飯田市扇町１４番地 7:30～18:30



市町村(売場数） 宝くじ売場 住　所 営業時間

加藤商店 飯田市中央通り４－５０ 8:30～19:30  

上村郵便局 飯田市上村６０５－５ 9:00～16:00（平日のみ）

遠山郵便局 飯田市南信濃和田３９０－１ 9:00～16:00（平日のみ）

諏訪市(3) 諏訪ステーションパークチャンスセンター 諏訪市沖田町５－３９ 10:00～18:30  

平安堂 諏訪店 諏訪市四賀２３２６－１ 10:00～20:00  

諏訪湖サービスエリア上り線 諏訪市豊田字所久保３１１８ 9:00～17:00  

須坂市(2) 須坂イオンチャンスセンター 須坂市須坂馬場町１２８８ 10:00～17:30

須坂インター前チャンスセンター 須坂市井上字砂田１８５９－１ 10:00～18:30  

小諸市(4) 小諸デリシアチャンスセンター 小諸市大字諸字社宮司３０３ 10:30～18:00

小諸カインズチャンスセンター 小諸市滋野甲１４４２－２ 10:30～18:00  

有限会社金沢薬局 小諸市荒町２丁目２番６号 8:30～19:00（土～15:00、日曜休）

理容マツイ 小諸市大手２－１－３２ 8:00～19:00（月曜休）

伊那市(6) 伊那アピタチャンスセンター 伊那市西町５１８２－１ 10:00～18:30

伊那西友竜東チャンスセンター 伊那市上新田２７１７ 10:00～18:30  

平安堂 伊那店 伊那市福島２３４－１ 10:00～20:00

高遠郵便局 伊那市高遠町西高遠１６４８－イ 9:00～16:00（平日のみ）

長藤郵便局 伊那市高遠町長藤６９９２－２ 9:00～16:00（平日のみ）

美和郵便局 伊那市長谷溝口１１５６－１ 9:00～16:00（平日のみ）

駒ヶ根市(1) 駒ヶ根カインズチャンスセンター 駒ケ根市赤穂９２２ 10:00～18:30  

中野市(4) 中野イオンチャンスセンター 中野市一本木２５２－１ 10:00～18:30

七福綿半スーパーセンター中野店 中野市大字三ツ和８７ 10:00～18:30

武田商店 中野市大字中野１８５３－１ 9:00～17:00 （土日～16:00）

豊井郵便局 中野市豊津３８９－３ 9:00～16:00（平日のみ）

大町市(3) 大町チャンスセンター 大町市大町２９７８－１ 10:00～18:30  

八坂郵便局 大町市八坂１５０５０－５４ 9:00～16:00（平日のみ）

美麻郵便局 大町市美麻１７４１９－１ 9:00～16:00（平日のみ）

飯山市(1) 飯山ベイシアチャンスセンター 飯山市大字静間１９６７ 10:00～18:30  

茅野市(1) 茅野オギノチャンスセンター 茅野市塚原１－１７ 10:00～18:30  

塩尻市(3) 塩尻チャンスセンター 塩尻市広丘野村１６８３ 10:00～18:30 

塩尻カインズチャンスセンター 塩尻市広丘高出１５７５ 10:00～18:30  

奈良井郵便局 塩尻市奈良井３９９－２ 9:00～16:00（平日のみ）

佐久市(6) 佐久平イオンチャンスセンター 佐久市佐久平駅南１１－１０ 10:00～18:30

野沢チャンスセンター 佐久市野沢３１６－１ 10:00～18:30  

佐久平カインズチャンスセンター 佐久市佐久平駅南２５－３ 10:00～18:30  

平安堂 佐久インターウェーブ店 佐久市小田井６１３－１ 10:00～20:00  

田中屋商店 佐久市野沢２６－１ 9:00～20:00（月～土）  

浅科郵便局 佐久市塩名田１３９５ 9:00～16:00（平日のみ）

千曲市(2) 更埴カインズチャンスセンター 千曲市大字粟佐五丁鋤１１１２－１ 10:00～18:30  

平安堂 更埴店 千曲市桜堂字西沖３８０－３ 10:00～18:00 

東御市(1) 東御郵便局 東御市田中１０３－６ 9:00～16:00（平日のみ）

安曇野市(8) 豊科チャンスセンター 安曇野市豊科４４８８－１ 10:00～18:30

ザ・ビッグ三郷チャンスセンター 安曇野市三郷温２７１６－１ 10:00～18:30

穂高チャンスセンター 安曇野市穂高有明１０３６８ 10:00～18:30

七福 あづみの店 安曇野市堀金烏川５１４２－１ 10:00～17:30 

平安堂 あづみ野店 安曇野市豊科南穂高１１１５ 10:00～20:00

梓川サービスエリア上り線 安曇野市豊科高家９７２－５ 12:00～17:00 

明科郵便局 安曇野市明科中川手３５２３ 9:00～16:00（平日のみ）

三田郵便局 安曇野市堀金烏川２５７５－１ 9:00～16:00（平日のみ）

川上村(1) 川上郵便局 南佐久郡川上村原１１５６－１ 9:00～16:00（平日のみ）

南牧村(1) 海ノ口郵便局 南佐久郡南牧村海ノ口９８１－１ 9:00～16:00（平日のみ）

南相木村(1) 南相木郵便局 南佐久郡南相木村３５２５ 9:00～16:00（平日のみ）

北相木村(1) 北相木郵便局 南佐久郡北相木村３３９２－１ 9:00～16:00（平日のみ）

軽井沢町(1) 軽井沢プリンスチャンスセンター 北佐久郡軽井沢町軽井沢１１７８ 10:00～17:30  

青木村(1) 青木郵便局 小県郡青木村田沢３９－１ 9:00～16:00（平日のみ）

長和町(2) 長門郵便局 小県郡長和町長久保４５３－６ 9:00～16:00（平日のみ）

小県和田郵便局 小県郡長和町和田２８４９－１８ 9:00～16:00（平日のみ）



市町村(売場数） 宝くじ売場 住　所 営業時間

箕輪町(1) 箕輪イオンチャンスセンター 上伊那郡箕輪町中箕輪９０２５ 10:00～18:30

中川村(1) 中川郵便局 上伊那郡中川村大草４０５３－３ 9:00～16:00（平日のみ）

宮田村(1) 宮田郵便局 上伊那郡宮田村１１０－１ 9:00～16:00（平日のみ）

高森町(1)
高森ＭＥＧＡドン・キホーテ

ＵＮＹチャンスセンター
下伊那郡高森町山吹４５１５ 10:00～18:30

阿南町(2) 旦開郵便局 下伊那郡阿南町新野１４０９－５ 9:00～16:00（平日のみ）

阿南町郵便局 下伊那郡阿南町東條１２２－２ 9:00～16:00（平日のみ）

阿智村(3) 清内路郵便局 下伊那郡阿智村清内路３７０－１ 9:00～16:00（平日のみ）

阿智郵便局 下伊那郡阿智村駒場１２８０－１ 9:00～16:00（平日のみ）

浪合郵便局 下伊那郡阿智村浪合１００９－３ 9:00～16:00（平日のみ）

平谷村(1) 平谷郵便局 下伊那郡平谷村９２３－１ 9:00～16:00（平日のみ）

根羽村(1) 根羽郵便局 下伊那郡根羽村１６２５－１ 9:00～16:00（平日のみ）

下條村(1) 下条郵便局 下伊那郡下條村睦沢９２９９－１ 9:00～16:00（平日のみ）

売木村(1) 売木郵便局 下伊那郡売木村５４７－１ 9:00～16:00（平日のみ）

天龍村(1) 平岡郵便局 下伊那郡天龍村平岡５８１－１ 9:00～16:00（平日のみ）

泰阜村(1) 泰阜郵便局 下伊那郡泰阜村３４３８－３ 9:00～16:00（平日のみ）

喬木村(1) 喬木郵便局 下伊那郡喬木村９４０－４ 9:00～16:00（平日のみ）

豊丘村(1) 豊丘郵便局 下伊那郡豊丘村神稲１３０－３ 9:00～16:00（平日のみ）

大鹿村(1) 大鹿郵便局 下伊那郡大鹿村大河原９２１－２ 9:00～16:00（平日のみ）

木曽町(1) 南木曽郵便局 木曽郡南木曽町読書３６４０－６ 9:00～16:00（平日のみ）

木祖村(1) 薮原郵便局 木曽郡木祖村薮原１１９１－３２ 9:00～16:00（平日のみ）

王滝村(1) 王滝郵便局 木曽郡王滝村２７３５－１ 9:00～16:00（平日のみ）

大桑村(1) 大桑郵便局 木曽郡大桑村長野高樋２８０９－１ 9:00～16:00（平日のみ）

木曽町(4) 川合たばこ店 木曽郡木曽町福島２０１２－８ 7:30～19:30

宮越郵便局 木曽郡木曽町日義２６４４ 9:00～16:00（平日のみ）

開田郵便局 木曽郡木曽町開田高原西野２７５８－８ 9:00～16:00（平日のみ）

三岳郵便局 木曽郡木曽町三岳６４５７－２ 9:00～16:00（平日のみ）

麻績村(1) 麻績郵便局 東筑摩郡麻績村麻４１３６－１ 9:00～16:00（平日のみ）

生坂村(2) 生坂郵便局 東筑摩郡生坂村５４６６－１ 9:00～16:00（平日のみ）

広津郵便局 東筑摩郡生坂村東広津１６０３２－１４ 9:00～16:00（平日のみ）

山形村(2) アイシティ２１チャンスセンター 東筑摩郡山形村７９７７ 10:00～18:30

山形郵便局 東筑摩郡山形村２０２１－６ 9:00～16:00（平日のみ）

朝日村(1) 朝日郵便局 東筑摩郡朝日村小野沢２５８－３ 9:00～16:00（平日のみ）

筑北村(3) 西条郵便局 東筑摩郡筑北村西条４２８４ 9:00～16:00（平日のみ）

坂北郵便局 東筑摩郡筑北村坂北４４０９－１ 9:00～16:00（平日のみ）

坂井簡易郵便局 東筑摩郡筑北村坂井５５ 9:00～16:00（平日のみ）

高山村(1) 高山郵便局 上高井郡高山村高井５２５－５ 9:00～16:00（平日のみ）

山ノ内町(1) 湯田中郵便局 下高井郡山ノ内町平穏３２１６ 9:00～16:00（平日のみ）

木島平村(1) 木島平郵便局 下高井郡木島平村穂高３２５７－２ 9:00～16:00（平日のみ）

信濃町(1) 信濃町郵便局 上水内郡信濃町柏原８４－２ 9:00～16:00（平日のみ）

小川村(1) 高府郵便局 上水内郡小川村高府８４９５ 9:00～16:00（平日のみ）

飯綱町(2) 牟礼郵便局 上水内郡飯綱町牟礼２７９２ 9:00～16:00（平日のみ）

三水郵便局 上水内郡飯綱町倉井２６４８－２ 9:00～16:00（平日のみ）

栄村(1) 平滝郵便局 下水内郡栄村豊栄２２２９－４ 9:00～16:00（平日のみ）


